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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 6,765 △0.7 83 △37.1 92 △31.9 44 16.2

2020年３月期第３四半期 6,814 2.3 132 △54.7 135 △54.6 38 △80.8
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △58百万円( ―％) 2020年３月期第３四半期 12百万円(△95.5％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第３四半期 32.17 ―

2020年３月期第３四半期 27.67 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 8,997 3,908 43.4

2020年３月期 9,900 4,035 40.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 3,908百万円 2020年３月期 4,035百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 ― ― ― 50.00 50.00

2021年３月期 ― ― ―

2021年３月期(予想) 30.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,050 △8.3 260 △50.7 265 △50.2 160 △43.1 116.33
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期３Ｑ 1,425,000株 2020年３月期 1,425,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 49,617株 2020年３月期 49,617株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 1,375,383株 2020年３月期３Ｑ 1,375,421株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、

様々な経済活動が制限され企業業績や個人消費に多大な影響が及んでおります。2020年５月の緊急事態宣言解除

後は一時的に持ち直しの動きがみられる状況になりましたが、感染症の再拡大が依然として続いており、先行き

は一段と不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の中、当社グループは新型コロナウイルスの感染防止に万全の注意を払いながら営業活

動・生産活動を展開した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は67億65百万円（前年同四半期比48百万円、

0.7％減）となり、受注高は84億１百万円（前年同四半期比14億４百万円、14.3％減）となりました。

セグメント別の売上・受注の状況は、次のとおりであります。

［電気機器製造販売事業］

電気機器製造販売事業の売上高は66億54百万円（前年同四半期比47百万円、0.7％減）となり、受注高は84

億１百万円（前年同四半期比14億４百万円、14.3％減）となりました。

　主力の鉄道関連事業につきましては、主に新幹線車両用電気機器及び国内通勤近郊電車等の車両需要向けを

中心に受注活動を展開した結果、売上高は50億85百万円（前年同四半期比39百万円、0.8％増）となり、受注

高は58億74百万円（前年同四半期比23億77百万円、28.8％減）となりました。

　自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を展開した結

果、売上高は14億１百万円（前年同四半期比49百万円、3.4％減）となり、受注高は24億27百万円（前年同四

半期比10億５百万円、70.7％増）となりました。

　船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷を中心に受注活動を展開した結果、売上高は１億67

百万円（前年同四半期比37百万円、18.2％減）となり、受注高は１億円（前年同四半期比31百万円、24.1％

減）となりました。

［不動産関連事業］

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は１億10百万円

（前年同四半期比１百万円、1.5％減）となりました。

利益につきましては、効率的な生産ができなかったことにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は83百

万円（前年同四半期比49百万円、37.1％減）、経常利益は92百万円（前年同四半期比43百万円、31.9％減）とな

り、親会社株主に帰属する四半期純利益は44百万円（前年同四半期比６百万円、16.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.3％減少し、61億５百万円となりました。これは、主として電子記録

債権が２億29百万円増加し、受取手形及び売掛金が９億45百万円減少したこと等によります。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べて8.7％減少し、28億91百万円となりました。これは、主として建物及び

構築物（純額）が54百万円、無形固定資産が62百万円、投資有価証券が１億31百万円減少したこと等によりま

す。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、89億97百万円となりました。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて12.8％減少し、40億73百万円となりました。これは、主として電子記

録債務が３億16百万円増加し、支払手形及び買掛金が71百万円、短期借入金が５億10百万円、未払法人税等が２

億19百万円、賞与引当金が67百万円減少したこと等によります。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べて15.0％減少し、10億15百万円となりました。これは、主として長期借

入金が１億30百万円減少したこと等によります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて13.2％減少し、50億88百万円となりました。

　



森尾電機㈱(6647) 2021年３月期 第３四半期決算短信

3

（純資産）

株主資本は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、35億43百万円となりました。これは、主として利益剰余

金が24百万円減少したこと等によります。

　その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて21.9％減少し、３億64百万円となりました。これ

は、主としてその他有価証券評価差額金が89百万円減少したこと等によります。

この結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、39億８百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 現時点においては、2020年５月15日に公表いたしました2021年３月期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,155,204 1,167,306

受取手形及び売掛金 2,926,433 1,981,107

電子記録債権 610,899 840,155

商品及び製品 170,118 121,824

仕掛品 1,394,472 1,437,698

原材料及び貯蔵品 452,226 494,603

その他 23,528 62,395

流動資産合計 6,732,884 6,105,092

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,906,042 2,910,016

減価償却累計額 △1,503,099 △1,561,228

建物及び構築物（純額） 1,402,942 1,348,788

土地 63,720 63,720

その他 667,341 617,741

減価償却累計額 △475,408 △449,362

その他（純額） 191,932 168,379

有形固定資産合計 1,658,596 1,580,888

無形固定資産 359,401 296,856

投資その他の資産

投資有価証券 1,074,018 942,406

その他 75,131 71,807

投資その他の資産合計 1,149,149 1,014,214

固定資産合計 3,167,147 2,891,958

資産合計 9,900,031 8,997,050
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,244,181 1,173,110

電子記録債務 690,958 1,007,092

短期借入金 2,014,228 1,504,228

未払法人税等 225,909 6,463

賞与引当金 150,900 83,000

役員賞与引当金 30,000 -

その他 314,609 299,793

流動負債合計 4,670,786 4,073,688

固定負債

長期借入金 761,275 630,604

繰延税金負債 128,526 121,248

その他 304,237 263,420

固定負債合計 1,194,039 1,015,272

負債合計 5,864,825 5,088,961

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 1,692,523 1,667,995

自己株式 △70,620 △70,620

株主資本合計 3,567,675 3,543,147

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 463,038 373,696

為替換算調整勘定 4,492 △8,754

その他の包括利益累計額合計 467,531 364,942

純資産合計 4,035,206 3,908,089

負債純資産合計 9,900,031 8,997,050
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 6,814,154 6,765,323

売上原価 5,863,794 5,868,925

売上総利益 950,359 896,397

販売費及び一般管理費 818,070 813,155

営業利益 132,289 83,241

営業外収益

受取利息 24 24

受取配当金 17,406 14,680

受取補償金 - 5,213

雑収入 8,543 7,690

営業外収益合計 25,974 27,608

営業外費用

支払利息 18,677 16,372

為替差損 3,569 2,208

雑損失 571 29

営業外費用合計 22,818 18,610

経常利益 135,446 92,240

特別利益

固定資産売却益 80 -

特別利益合計 80 -

特別損失

固定資産除却損 7,885 1,170

投資有価証券評価損 25,975 -

ゴルフ会員権評価損 2,450 -

特別損失合計 36,311 1,170

税金等調整前四半期純利益 99,215 91,069

法人税、住民税及び事業税 38,742 11,547

法人税等調整額 22,414 35,281

法人税等合計 61,156 46,828

四半期純利益 38,058 44,241

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 38,058 44,241
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 38,058 44,241

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,485 △89,341

為替換算調整勘定 △3,822 △13,247

その他の包括利益合計 △25,307 △102,589

四半期包括利益 12,751 △58,347

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,751 △58,347

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 6,702,157 111,996 6,814,154 ― 6,814,154

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,702,157 111,996 6,814,154 ― 6,814,154

セグメント利益 208,108 54,490 262,598 △130,308 132,289

(注) １. セグメント利益の調整額△130,308千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△130,308千円であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 6,654,951 110,371 6,765,323 ― 6,765,323

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,654,951 110,371 6,765,323 ― 6,765,323

セグメント利益 152,439 55,143 207,582 △124,341 83,241

(注) １. セグメント利益の調整額△124,341千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△124,341千円であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　


